
2018 年度学生オリエンテーリング選手権大会関東地区代表選手一覧 

ロングディスタンス部門 

男子 

種市 雅也 東京大学 

宮本 樹 東京大学 

佐藤 遼平 東京大学 

大橋 陽樹 東京大学 

殿垣 佳治 東京大学 

濱宇津 佑亮 東京大学 

椎名 晃丈 東京大学 

岡本 洸彰 東京大学 

村井 智也 東京大学 

浅井 寛之 東京大学 

谷口 文弥 東京大学 

中村 僚宏 東京大学 

新田見 優輝 東京大学 

大田 将司 一橋大学 

上島 浩平 慶応義塾大学 

桃井 陽介 慶応義塾大学 

清水 俊祐 慶応義塾大学 

江野 弘太朗 慶応義塾大学 

西下 遼介 慶応義塾大学 

稲森 剛 横浜国立大学 

伊藤 樹 横浜国立大学 

上野 康平 東京工業大学 

小原 和彦 東京工業大学 

若松 甫 東京工業大学 

小寺 義伸 東京工業大学 

櫻井 一樹 東京工業大学 

河野 貴大 東京工業大学 

柴沼 健 早稲田大学 

大石 洋輔 早稲田大学 

斎藤 佑樹 早稲田大学 

池田 匠 早稲田大学 

長谷川 望 早稲田大学 

小牧 弘季 筑波大学 

河北 拓人 筑波大学 

楠 健志 筑波大学 

川名 竣介 東京農工大学 

長井 健太 東京農工大学 

奥尾 優理 茨城大学 

宮嶋 哲矢 千葉大学 

 

女子 

山岸 夏希 筑波大学 

増澤 すず 筑波大学 

宮本 和奏 筑波大学 

小竹 佳穂 筑波大学 

佐久間 若菜 筑波大学 

勝山 佳恵 茨城大学 

稲垣 秀奈美 千葉大学 

香取 菜穂 千葉大学 

森谷 風香 千葉大学 

村田 茉奈美 フェリス女学院大学 

立花 和祈 実践女子大学 

木村 るび子 立教大学 

香取 瑞穂 立教大学 

 

  



スプリント部門 

男子   

種市 雅也 東京大学 

大橋 陽樹 東京大学 

佐藤 遼平 東京大学 

中村 僚宏 東京大学 

椎名 晃丈 東京大学 

石田 晴輝 東京大学 

殿垣 佳治 東京大学 

浅井 寛之 東京大学 

濱宇津 佑亮 東京大学 

岡本 洸彰 東京大学 

村井 智也 東京大学 

宮本 樹 東京大学 

高見澤 翔一 一橋大学 

上島 浩平 慶応義塾大学 

上村 太城 慶応義塾大学 

桃井 陽佑 慶応義塾大学 

渡辺 鷹志 慶応義塾大学 

稲森 剛 横浜国立大学 

伊藤 樹 横浜国立大学 

小原 和彦 東京工業大学 

櫻木 嵩斗 東京工業大学 

上野 康平 東京工業大学 

小寺 義伸 東京工業大学 

椎名 渉 東京工業大学 

柴沼 健 早稲田大学 

斎藤 佑樹 早稲田大学 

大石 洋輔 早稲田大学 

長谷川 望 早稲田大学 

長井 健太 東京農工大学 

川名 竣介 東京農工大学 

豊田 健登 茨城大学 

 

 

女子  

増澤 すず 筑波大学 

宮本 和奏 筑波大学 

小竹 佳穂 筑波大学 

勝山 佳恵 茨城大学 

稲垣 秀奈美 千葉大学 

香取 菜穂 千葉大学 

秋山 美鈴 早稲田大学 

冨永 万由 早稲田大学 

高橋 利奈 日本女子大学 

久野 公愛 日本女子大学 

 

 

 

 

 

 

清野 幸 横浜国立大学 

村田 茉奈美 フェリス女学院大学 

八木 千尋 東京農工大学 

小林 美咲 十文字学園女子大学 

立花 和祈 実践女子大学 

飯田 涼芳 実践女子大学 

世良 史佳 立教大学 

木村 るび子 立教大学 

香取 瑞穂 立教大学 


